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 六法とノートを用意してください。
 条文が出てきたら必ず六法で確かめましょう。
 疑問点は，ノートに書きとめ，理解できたら，メモを追加しましょう。
 そのノートがあれば，定期試験の準備がとても楽になります。
 しかも，そのノートは，あなたの一生の宝になることでしょう。

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
　債権法総論2の講義を始めます。■★六法とノートを用意してください。★条文が引用されている箇所では，必ず，六法を開いて，その条文を読むようにしましょう。★わからない箇所に出会ったら，そこで止まらずに，どこがわからないのかをノートにメモし，先に進みましょう。■学習が進んで，ノートに書いた疑問点が理解できたら，もとにもどって，それをノートにつけ加えておきましょう。それが，あなたの成長の記録になります。★そのノートがあれば，定期試験の準備が，らくになるだけではありません。そのノートは，あなたの一生の宝となるはずです。■



免除
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
債権の終了原因のひとつである，「免除」について説明します。



免除の意味

 免除の定義

債権者が，債務者に対する一方的な意思表示によって債務を消滅させ
ること（民法519条）。

第519条（免除）

債権者が債務者に対して債務を免除する意思を表示したときは，その債
権は，消滅する。

免除は単独行為（債権の放棄）として規定されているから，債務者の意
思を問わずに債権者が自由にすることができるが，免除によって第三者
を害することは許されない。

例えば，賃借地上の建物に抵当権をもつ者があれば，借地人が賃借権
を放棄しても抵当権者に対抗できないと解されている（民法398条参照）。

第398条（抵当権の目的である地上権等の放棄）

地上権又は永小作権を抵当権の目的とした地上権者又は永小作人は，その権利
を放棄しても，これをもって抵当権者に対抗することができない。

2016/1/5 Lecture on Obligation, 2015-6 3

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
★免除とは，なんでしょうか？■★免除とは，債権者が，債務者に対する一方的な意思表示によって債務を消滅させることをいいます。■★この点について，民法519条（免除は），以下のように規定しています。■★債権者が債務者に対して債務を免除する意思を表示したときは，その債権は，消滅する。■★免除は単独行為（債権の放棄）として規定されているので，債務者の意思を問わずに債権者が自由にすることができますが，免除によって第三者を害することは許されません。■★例えば，賃借地上の建物に抵当権をもつ者があれば，借地ニンが賃借権を放棄しても，抵当権者に対抗できないと解されています（民法398条を参照してください）。■★第398条（抵当権の目的である地上権等の放棄）は，以下のように規定しています。■★地上権又はエイ小作権を抵当権の目的とした地上権者又はエイ小作人は，その権利を放棄しても，これをもって抵当権者に対抗することができない。■このような考え方は，つぎに述べる，債権や物権における権利の放棄の場合にも，妥当する考え方です。



債務の免除と債権の放棄

第398条（抵当権の目的である地上権等の放棄）

地上権又は永小作権を抵当権の目的とした地上権者又は
永小作人は，その権利を放棄しても，これをもって抵当権者
に対抗することができない。

最一判昭38・2・21民集17巻1号219頁
土地賃貸人と賃借人との間において土地賃貸借契約を合
意解除〔債権放棄〕しても，土地賃貸人は，特別の事情がな
いかぎり，

民法398条〔抵当権の目的である地上権等の放棄〕，538条
〔第三者の権利の確定〕の法理，および，信義誠実の原則
に照らして，

その効果を地上建物の賃借人に対抗できない。
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
★民法398条（抵当権の目的である地上権等の放棄）は，以下のように規定しています。■★地上権又はエイ小作権を抵当権の目的とした地上権者又はエイ小作人は，その権利を放棄しても，これをもって抵当権者に対抗することができない。■★この点について，最高裁判所▲第一小法廷▲昭和38年2月21日判決▲民事判例集17巻1号219頁は，以下のように判示しています。■★土地賃貸人と賃借人との間において土地賃貸借契約を合意解除〔債権放棄〕しても，土地賃貸人は，特別の事情がないかぎり，■★民法398条〔抵当権の目的である地上権等の放棄〕，538条〔第三者の権利の確定〕の法理，および，信義誠実の原則に照らして，■★その効果を地上建物の賃借人に対抗できない。■以上で，免除と放棄についての説明を終わります。



混同
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
債権の消滅原因の最後のものとして，混同について説明します。



混同の意味

混同の定義

債権者の地位と債務者の地位とのように相対立する二つ
の法律的地位が同一人に帰することをいう。

この二つの地位を併存しておく意味がない場合には法律的
地位の一方は消滅する（民法179条，520条）。

例えば，父に対し貸金債務を負っていたが相続によってそ
の債権者となった場合などであり，混同が生じて，債務は消
滅する。

しかし，消滅する権利が第三者の権利の目的となっている
場合には存続させておく意味があるから，消滅しない（民法
179条1項ただし書き，民法520条但し書き）。
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
混同とは，なんでしょうか？■★混同とは，債権者の地位と債務者の地位とのように相対立する二つの法律的地位が同一人に帰することをいいます。■★この二つの地位を併存しておく意味がない場合には法律的地位の一方は消滅します（民法179条，520条は，このように規定しています） 。■★例えば，父に対し貸金債務を負っていたが，相続によってその債権者となった場合などがこの例であり，混同が生じて，債務は消滅します。■★しかし，消滅する権利が第三者の権利の目的となっている場合には，権利を存続させておく意味があるので，消滅しません（民法179条1項ただし書き，民法520条但し書きが，そのように規定しています）。



混同による債権の消滅

最一判平元・4・20民集43巻4号234頁
１．自動車損害賠償保障法３条による被害者の保有者に対
する損害賠償債権と保有者の被害者に対する損害賠償債
務とが同一人に帰し，債権が混同によって消滅した場合に
は，自動車損害賠償保障法１６条１項に基づく被害者の保
険会社に対する損害賠償額の支払請求権も消滅する。

２．自動車損害賠償保障法１５条にいう「自己が支払をし
た」とは，自動車損害賠償責任保険の被保険者が自己の出
捐によって損害賠償債務を全部又は一部消滅させたことを
意味し，混同によつて損害賠償債務が消滅した場合は，該
当しない。
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
　混同による消滅の例として，最高裁第一小法廷▲平成元年4月20日判決▲民事判例集43巻4号234頁の例を取り上げます。■最高裁平成元年判決は，以下のように判示して，混同による債権の消滅と弁済による債権の消滅を区別しています。★自動車損害賠償保障法３条による被害者の保有者に対する損害賠償債権と保有者の被害者に対する損害賠償債務とが同一ニンに帰し，債権が混同によって消滅した場合には，自動車損害賠償保障法１６条１項に基づく被害者の保険会社に対する損害賠償額の支払請求権も消滅する。■★自動車損害賠償保障法１５条にいう「自己が支払をした」とは，自動車損害賠償責任保険の被保険者が自己の出捐によって損害賠償債務を全部又は一部消滅させたことを意味し，混同によって損害賠償債務が消滅した場合は，該当しない。



損害賠償債権→連帯保証

保
険
金
債
権

混同の事例分析
最一判平元・4・20民集43巻4号234頁
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子（死亡）
B

父（死亡）
A

保険会社
Y

子（AB相続）
X

混同

弁済とみなされる?

父（A）の運転する自動車事故
で，同乗していた子（B）も死亡
したため，A，Bを相続したAの
他の子（X）が保険会社（Y）に対
して，保険金を請求した事件。

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
　最高裁第一小法廷▲平成元年4月20日判決▲民事判例集43巻4号234頁の事案を図示します。■★父（A）の運転する自動車事故で，同乗していた子（B）も死亡したため，A，Bを相続したAの他の子（X）が保険会社（Y）に対して，保険金を請求したというものです。■★被害者である子（B）の地位，および，加害者である父（A）の地位を，子（X）が承継したため，混同によって保険金請求権は消滅するとされました。■★被害者である子（B）の加害者である父（A）に対する損害賠償責任について，もしも，民法438条（連帯債務者の1人との間の混同）を類推して，混同によって弁済されたものとみなされるとすれば，他の子（X）は，保険金を請求できるはずです。■それにもかかわらず，最高裁は，弁済されたのではなく，混同によって消滅したのだとして，保険金の請求を否定しました。■しかし，父の遺産によって，子の損害賠償請求権が弁済されたと考え，民法438条（連帯債務者の1人との間の混同）を類推すれば，混同を弁済と同様に扱うことができるため，相続人Xは，保険会社に対して保険金を請求できるはずです。■保険料を全額受け取っていながら，保険事故が生じているにもかかわらず，混同を理由として，保険金の支払いを拒むという保険会社のやり方は，信義則に反していると，私は考えています。



混同による消滅の例外?

最一判昭46・10・14民集25巻7号933頁
特定の土地につき所有権と賃借権とが同一人に
帰属するに至った場合であっても，その賃借権が
対抗要件を具備したものであり，かつ，その対抗要
件を具備したのちに右土地に抵当権が設定されて
いたときは，

民法１７９条１項但書の準用により，賃借権は消滅
しないものと解すべきであり，このことは，賃借権の
対抗要件が建物保護に関する法律１条によるもの
であるときでも同様である。
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
　混同については，債権と債務の混同による消滅のほか，物権にも似たような規定があります。■民法179条（混同）は，以下のように規定しています。同一物について所有権及び他の物権が同一ニンに帰属したときは，当該他の物権は，消滅する。ただし，その物又は当該他の物権が第三者の権利の目的であるときは，この限りでない。■そこで，最高裁は，所有者と賃借人とが同一人物に帰属した場合について，■★最高裁判所第一法廷▲昭和46年10月14日判決▲民事判例集25巻7号933頁は，以下のように判示しています。■★特定の土地につき所有権と賃借権とが同一ニンに帰属するに至った場合であっても，その賃借権が対抗ヨウケンを具備したものであり，かつ，その対抗ヨウケンを具備したのちに右土地に抵当権が設定されていたときは，■★民法１７９条１項但書の準用により，賃借権は消滅しないものと解すべきであり，このことは，賃借権の対抗要件が建物保護に関する法律１条によるものであるときでも同様である。■最高裁は，この事件を所有権と賃借権とが混同した場合として，民法179条1項を準用していますが，■実は，この事件は，賃貸人の地位と賃借人の地位とが混同した場合であり，民法520条を適用すべき事件であったと思われます。■抵当権者の利益は，民法520条の適用によっても，同じように保護されるからです。



賃料債権の差押えの効力発生後における賃貸借終了
最三判平24・9･4判時2171号42頁

年月日 事実 適用

H16/10/20
Aは，Yに本件建物を老人ホームとして賃貸。賃借期間を
H10/11/01からH36/03/31までとし，賃料は，平20/05/23まで
200万円/月，それ以降140万円/月とする。

AもYも，代表取締役は
A1 。賃貸借期間は25
年

H16/11/19 B銀行は，Aに対して3億円を融資。Yは，Aの連帯保証人 Aは，根抵当権も設定

H20/05 Aは，事実上倒産。YはBに対して，197万7397円/月支払うこ
とで合意。

H20/10/10 Xは，本件賃料債権（H19/04～H21/06分）を差押え。 賃料差押え

H21/09/29 第1審判決（Yは，Xに1,400万円支払え）

H21/12/25 Yは，本件建物をAから3億7250円で購入し，登記を移転。B
は，根抵当権を抹消。新たに根抵当権を設定。

賃貸借終了

Xは，訴えを交換的に変更し，H20/08/07～H22/10/07の賃料
について，支払いを求めた。
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
　最後に，混同による債権の消滅に関する，最高裁の最近の判例を取り上げます。最高裁▲第三小法廷▲平成24年9月4日判決▲判例時報▲2171号42頁▲の事実関係は，以下のとおりです。平成16年10月20日▲A社は，A1が代表取締役であるY社に本件建物を老人ホームとして賃貸し，賃借期間を平成10年11月1日から平成36年3月31日までとし，賃料は，平成20年5月23日まで，月々200万円，それ以降は，月々140万円とすることにしました。平成16年11月19日▲B銀行は，A社に対して3億円を融資しました。Y社は，Aの連帯保証人となりました。平成20年5月▲A社は，事実上倒産しました。そこで，Y社はB銀行に対して，月々197万7397円を支払うことで合意しました。平成20年10月10日▲Xは，本件賃料債権（平成19年4月～平成21年6分）を差し押えました。平成21年9月29日▲第1審判決は，「Yは，Xに1,400万円支払え」と，判示しました。平成21年12月25日▲Yは，本件建物をAから3億7250円で購入し，登記を移転しました。これによって，本件賃貸借は終了し，Bは，根抵当権を抹消し，新たに根抵当権を設定しました。そこで，Xは，訴えを交換的に変更し，平成20年8月7日～平成22年10月7日の賃料について，Yに支払いを求めました。



賃
貸
借
関
係

最三判平24・9･4判時2171号42頁
当事者の法律関係
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賃
料
債
権

銀行
B

賃貸人A
→所有者Y

賃借人
Y

債権者
X

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
　最高裁▲第三小法廷▲平成24年9月4日判決▲判例時報▲2171号42頁の事実関係を，図を使って，わかりやすく示すことにします。★平成16年10月20日▲A社（賃貸人）は，★A1が代表取締役であるY社(賃借人）に，★本件建物を老人ホームとして，★賃貸しました。■その賃借期間は，平成10年11月1日から平成36年3月31日までの２５年間とし，■賃料は，平成20年5月23日までは，月々200万円，それ以降は，月々140万円とすることにしました。■★平成16年11月19日▲B銀行は，★A社に対して，3億円を融資し，★本件建物に，根抵当権の設定を受けました。■Y社は，A社の連帯保証人となりました。■平成20年5月▲A社は，事実上倒産しました。■そこで，Y社はB銀行に対して，月々197万7397円を支払うことで合意しました。★平成20年10月10日▲Xは，★本件賃料債権（平成19年4月～平成21年6月分）を★差押えました。■平成21年9月29日▲第1審は，「YはXに1,400万円支払え」との判決を下しました。■平成21年12月25日▲Yは，本件建物をAから3億7250円で購入し，登記を移転しました。■これによって，本件賃貸借は終了し，Bは，根抵当権を抹消し，新たに根抵当権を設定しました。■そこで，Xは，訴えを交換的に変更し，平成20年08月7日～平成22年10月7日の賃料について，Yに支払いを求めました。



最三判平24・9･4判時2171号42頁

判旨

賃貸人が賃借人に賃貸借契約の目的である建物を譲渡し
たことにより賃貸借契約が終了した以上は，

その終了が賃料債権の差押えの効力発生後であっても，

賃貸人と賃借人との人的関係，当該建物を譲渡するに至っ
た経緯及び態様その他の諸般の事情に照らして，賃借人に
おいて賃料債権が発生しないことを主張することが信義則
上許されないなどの特段の事情がない限り，

差押債権者は，第三債務者である賃借人から，当該譲渡
後に支払期の到来する賃料債権を取り立てることができな
い。
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
　先に図解した最高裁▲平成24年判決，すなわち，最高裁▲第三小法廷▲平成24年9月4日判決▲判例時報2171号42頁の★ハンシは，以下の通りです。■★賃貸人が賃借人に賃貸借契約の目的である建物を譲渡したことにより，賃貸借契約が終了した以上は，■★その終了が賃料債権の差押えの効力発生後であっても，■★賃貸人と賃借人との人的関係，当該建物を譲渡するに至った経緯及び態様その他の諸般の事情に照らして，賃借人において賃料債権が発生しないことを主張することが，信義則上許されないなどの特段の事情がない限り，■★差押債権者は，第三債務者である賃借人から，当該譲渡後に支払期の到来する賃料債権を取り立てることができない。■最高裁判決は，以上のとおりですが，混同以前に差押えを行った差押債権者よりも，混同が優先するのは，なぜなのでしょうか?■民法520条が，「債権及び債務が同一人に帰属したときは，その債権は，消滅する。ただし，その債権が第三者の権利の目的【物】であるときは，この限りでない」としている，ただし書きは，この場合に，意味を持たないのでしょうか?■この点について，つぎに考察することにしましょう。



混同と弁済と差押えとの関係

第438条（連帯債務者の1人との間の混同）
連帯債務者の1人と債権者との間に混同があった
ときは，その連帯債務者は，弁済をしたものとみな
す。

第481条（支払の差止めを受けた第三債務者
の弁済）

①支払の差止めを受けた第三債務者が自己の債
権者に弁済をしたときは，差押債権者は，その受け
た損害の限度において更に弁済をすべき旨を第三
債務者に請求することができる。
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
　先に述べたように，最高裁▲第三小法廷▲平成24年9月4日判決▲判例時報2171号42頁は，賃借人が，賃貸物件を購入したため，賃貸人（A）と賃借人（Y）との地位が混同によって消滅した場合について，それ以前に，賃貸人の債権者（X）が，賃料債権を差押えた場合であっても，その「差押債権者（X）は，第三債務者である賃借人（Y）から，当該譲渡後に支払期の到来する賃料債権を取り立てることができない。」と判示しました。★ここで，民法438条（連帯債務者の1人との間の混同）が，連帯債務者の一人と債権者との間に混同があった場合について，★その連帯債務者は，弁済をしたものとみなす，と規定していることを思い起こしましょう。■★さらに，民法481条（支払の差止めを受けた第三債務者の弁済）が，以下のように規定していることをも思い出しましょう。■★民法481条1項■支払の差止めを受けた第三債務者が自己の債権者に弁済をしたときは，差押債権者は，その受けた損害の限度において更に弁済をすべき旨を第三債務者に請求することができる。■すなわち，本件の場合，差押債権者は，その後に第三債務者である賃借人が債権者に弁済をした場合に，第三債務者である賃借人に，さらに弁済をすることを請求できるのですが，第三債務者である賃借人は，すでに，混同によって賃貸借が終了し，賃借人としての地位を失っています。■このようにして，混同の場合には，みなし弁済がなされてしまうと考えると，弁済を差し止めたはずの差押債権者であっても，手の打ちようがないということになります。■もっとも，本件の場合，第三債務者である賃借人（Y）が，本件賃貸物件を買い受けており，Xとしては，Yに対する差押えが効力を有しなくなることに，納得ができないという思いはよく理解できます。■しかし，第三者による根抵当権も抹消されているため，民法420条ただし書きが使えないのですから，Xの請求が認められなかったのは，仕方のないところでしょう。



債権の時代
通貨も物（金属，紙）から情報（金銭債権）へ
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物権から債権へ

 モノやサービスの価値は，物である
カネによって評価されてきた。

 物の使用・収益・換価・処分に関する
物権の全盛の時代であった。

 しかし，現代は，物権も，人と人との
関係（物権的請求権，優先弁済権な
ど）に還元されるようになってきてい
る。

 現代は，物権（権利の帰属）を前提と
しつつも，人と人との関係である債
権が中心を占める時代である。

物から情報へ

 債権とは，方向と量と時間の要素で表
現される情報（ベクトル）である。

 最も信頼されている債権は，預金債権
（家計：800兆円，企業200兆円）であり，

その実体は，銀行口座への入・出金記
帳という情報に過ぎない。

 情報であるから，電子的に安価かつ即
時に送・受信することができる。

 振込み（預金債権の移転）は，相殺とい
う技術を使うことによって，危険を伴う現
金・有価証券の輸送を最小限に抑えるこ
とができる。

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
　最後に債権総論，特に，金銭債権のまとめをしておきます。★現在は，物権に債権が優越する時代です。■通貨も金属や紙というモノから，代金債権，報酬債権を含めて，最終的には金銭債権という情報へと変化しています。★従来は，モノやサービスの価値は，有体物であるカネによって評価されてきました。★つまり，金本位制度が維持されていた時代においては，価値は，有体物である金貨によって評価されたのですから，モノの使用・収益・換価・処分に関する物権の全盛の時代でした。★しかし，現代は，物権も，ヒトとヒトとの関係（物権的請求権，優先弁済権など）に還元されるようになってきています。■なぜなら，物権も，ヒトとヒトとの関係から生じるのでり，つまるところは，物権的請求権に還元できるからです。★したがって，現代は，物権（権利の帰属）を前提としつつも，ヒトとヒトとの関係である債権が中心を占める時代であるということができます。■★時代は変わりました。現在は，情報化の時代です。★民法学において最も重要な地位をしめる債権とは，■方向と▲量と▲時間との三つの要素で表現される情報（，すなわちベクトル）であると考えることができます。■ベクトルだからこそ，法律関係は，図式化が容易であり，かつ，図式化が重要なのです。★債権の中でも，現在のところ，最も信頼されている債権は，「預金債権」です。■その額は，家計が800兆円，企業が200兆円であり，その実体は，必ずしもモノという実体をともなわない，銀行口座への入金・出金記帳で表現されるベクトル情報に過ぎません。★情報であるから，モノの運搬・移動とは異なり，電子的に安くかつ即時に送信と受信をすることができるのです。★決済として頻繁に利用されている振込みも，預金債権の経並行移動のことであり，債権総論2で学習するソウサイという技術を使うことによって，危険を伴う現金や有価証券の輸送を最小限に抑えることができるのです。



活用すべき文献
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 民法の入門書（DVD付）

 加賀山茂『民法入門・担保法革命』信山社（2013）

 民法（財産法）全体を理解する上での助っ人

 我妻栄=有泉亨『コンメンタール民法』〔第3版〕日本評論社（2013）
 金子=新堂=平井編『法律学小辞典』有斐閣（2008）

 契約法全体についての概説書

 加賀山茂『契約法講義』日本評論社（2009）

 債権総論の優れた教科書

 平井宜雄『債権総論』 〔第2版〕弘文堂（1994）

 債務不履行に関する文献

 平井宜雄『損害賠償法の理論』東京大学出版会（1971）
 浜上則雄「損害賠償における「保証理論」と「部分的因果関係の理論」（1）（2・完）民商

66巻4号（1972）3-33頁, 66巻5号35-65頁

 債権者代位権・直接訴権，詐害行為取消権，連帯債務，保証の文献

 加賀山茂『債権担保法講義』日本評論社（2011）

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
これで，債権総論2，免除と混同の講義を終わります。ご静聴ありがとうございました。
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